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自費のリハビリ施設人気 宮城や福島から埼玉へ通う人も

朝日新聞 2017 年 12 月 24 日

フルマラソンで４時間切りを目標に、リハビリをする千葉豊さん
＝さいたま市大宮区の脳梗塞（こうそく）リハビリセンター

埼玉県志木市の会社員千葉豊さん（３９）は、１１月
のさいたま国際マラソンを５時間１８分で完走した。実
は、千葉さんはトラック運転手をしていた５年前に脳梗
塞（こうそく）になり、右半身に一部まひなどが残るが、
フルマラソンで４時間を切ることを目標にリハビリを
している。
千葉さんが通うのが、さいたま市大宮区の「脳梗塞リ
ハビリセンター」。国民健康保険など公的医療保険は使
えず、全額自費のリハビリ施設だが、昨年１２月の開設以来、１０６人が利用。大宮は東
北、上越、北陸の３新幹線が乗り入れることもあり、栃木や宮城、福島からも通ってくる。
施設を運営する「ワイズ」
（本社・東京都中央区）の早見泰弘会長は「公的医療保険によ
るリハビリは日数や回数が制限され、満足しない人が利用する」と話す。基本コースは、
６０日間のうちに１回２時間のリハビリを週２回受けて２７万５千円と高額だ。お試しは
１回５千円だが、早見さんによると８割が契約に至るといい「食事、トイレ、入浴など日
常生活ができるまで回復しても、例えばパソコンのキーボードが打てないと職場復帰でき
ない人がいる。２７万５千円で職場復帰できるなら、安いと考える人はいます」
。
脳血管疾患の人の公的医療保険によるリハビリは２００６年度の診療報酬改定から１８
０日までなどと制限された。背景には、高齢化で脳梗塞などのリハビリが必要な疾患にな
る人が増え、医療費が膨らんでいることがある。改定のたびに議論になり、医療と介護の
報酬が同時改定される来年度に向けて「医療・介護間の継続的なリハビリ」がテーマにな
っている。早見さんは「退院後は、グループ指導が多くて費用が低い介護でのリハビリへ、
さらに誘導を強める可能性がある」と見る。
同センターは、首都圏を中心に９カ所あるが、早見さんは「地方にも展開の余地は大き
い」と話す。
（松浦新）

＜2018 年度報酬改定＞障害の食事加算は継続 介護は↑医療は↓
福祉新聞 2017 年 12 月 25 日 編集部
厚生労働省は１８日、２０１８年４月予定の医療、介護、障害福祉サービスの報酬改定
の改定率を発表した。介護、障害福祉はプラス、診療報酬は本体をプラス、薬価を含む全
体でマイナスとする。障害福祉で最大の焦点だった食事提供体制加算は１８年度以降も継
続することが決まった。
同日、麻生太郎・財務大臣との折衝後に加藤勝信・厚労大臣が会見で明らかにした。食
事提供体制加算の継続については「与党から申し入れがあったことなどを重く受け止めた」

と述べた。
大臣折衝の合意文書には次回改定で検討する宿題事項を並べ、
「負担のあり方」を盛り込
んだ。
障害保健福祉部によると、同加算の額や対象者は現行通りとなる見通し。次回改定では
食事提供の実態を調査した上で改めて検討するという。
同加算は、就労継続支援事業などの利用者に調理して食事を提供する場合の人件費分を
算定するもの。日中活動系サービスの場合は１日３００円で、低所得の利用者は食材費の
み負担している。
加算の対象者は推計２６万人、算定総額は年間約１９２億円。１８年３月末で打ち切り
となる経過措置で、厚労省は１１月末、予定通り廃止する意向を示した。しかし、廃止に
なると利用者、事業所に影響が大きく及ぶため、その存続を求める声が与野党、障害者団
体から上がっていた。
障害福祉の改定率はプラス０・４７％。改定の方向性は１２月８日にまとめ、厚労省ホ
ームページで公表した。
介護報酬は全体でプラス０・５４％。通所介護などの引き下げ方針を織り込んだ数字だ。
大臣折衝の合意文書には訪問回数の多い利用者への対応や、今後の課題を並べた。
高齢者の自立支援に取り組むよう保険者（市町村）を促す財政的インセンティブについ
ては、地方自治体が反発する「調整交付金の活用」を１８年度からの３年間で検討し、結
論を得るとした。介護報酬改定の方向性は１８日、厚労省ホームページで公表した。
診療報酬は本体をプラス０・５５％とするものの、薬価などを引き下げ、全体でマイナ
ス１・１９％とする。これにより、政府が目指していた社会保障費の自然増を１３００億
円圧縮し、前年度比５０００億円に収める目標を達成する。
診療報酬、介護報酬、障害福祉サービスの報酬とも個別サービスの報酬は１８年１～２
月に判明する。

あすなろ会が文科大臣表彰 障害者の学習支援 長野
産經新聞 2017 年 12 月 25 日
県松本養護学校（松本市）は、卒業生やその家族らでつくる同校同窓会「あすなろ会」
が、文部科学省の「障害者の生涯学習支援活動」で大臣表彰を受賞したと発表した。
表彰は、障害者の生涯学習活動を支える団体や個人を顕彰するため、今年度初めて設け
られた。活動内容が他の模範と認められる全国の６１個人・団体が受賞した。
あすなろ会は、同校敷地内にある同窓会館を拠点に交流の集い開催や旅行の実施、進路
相談など卒業生への継続的な支援を行うほか、年２回の会誌発行などで交流活動を推進し
ている。
平成１５年に同窓会館に隣接して開設された共同作業所を活用し、卒業生の受け入れを
積極的に進めるなど働き場所の確保にも努めていることなどが評価された。

ホンダ、障害者の運転再開を支援

プログラム開発、環境整備
Sankeibiz 2017 年 12 月 25 日
ホンダが、事故や病気で手足が不自由になった障害者の運転の再開支援に力を入れてい
る。運転の技能や、再開に向けた課題を正しく評価できるプログラムを開発し、２００人
以上が受講した。今後は各地の自動車教習所と提携して受講できる場所を増やし、障害が
あっても運転を楽しめる環境を整えていく考えだ。
障害を負った人が運転を再開するには、運転免許試験場で臨時の適性検査を受ける必要
がある。その際には医師の診断書が必要だが、医師からは患者の運転能力をどう評価すれ
ばいいか難しいとの意見も出ていた。
そこでホンダは実際の車やシミュレーターを使い、手足の一部が使えないなどの状況で

十分に運転できるかを評価する手法を編み出した。インストラクターが車に同乗し、判断
能力に問題ないかも確認する。医師に情報を提供し、患者に運転を認めるかどうかの判断
に役立ててもらう。
ホンダの教育施設「レインボー埼玉」で講習を受ける関根
義寛さん＝５日、埼玉県川島町

担当するのはホンダの安全運転普及本部。交通
事故の死者数が急増し「交通戦争」といわれた１
９７０年、創業者の故本田宗一郎の意思で設立さ
れた。
障害を負った人から再び車を運転したいとの要
望が多く、２０１３年にプログラムを始めた。埼
玉県など全国に７カ所あるホンダの交通教育施設
で訓練を受けられるほか、北海道や長野県の一部
の教習所にも知見を提供し、訓練が受けられるようになる見込みだ。担当者は「将来的に
は全国に広げたい」と話す。
脳梗塞で左半身が不自由になった東京都の自営業関根義寛さん（５８）は今月上旬、ホ
ンダの教育施設「レインボー埼玉」（埼玉県川島町）で講習を受けた。「実際にハンドルを
握ることで注意すべき点が分かった。リハビリで手足が動くようになってきたので運転に
挑戦したい」と話した

働く障害者の工賃向上へチーズ、パン工場 鳥取で開所式 産經新聞 2017 年 12 月 25 日
クオリティの高いチーズやパンなどを新たに開発、生産することにより、働く障害者の
工賃向上を実現しようと、新工場「ｎｏｎｏｎａ（ののな）ファクトリー」が鳥取市に設
けられ、開所式が開かれた。
新工場は、日本財団と鳥取県が共同で進める地方創生プロジェクトの一環。「ののな」の
名称を使い、パン、菓子の製造・販売などで就労支援事業をしている「ＮＰＯ法人 鳥取
青少年ピアサポート」
（山本恵子理事長）が、日本財団から５７４４万円の助成を受けて整
備した。
９５４平方メートルの敷地にチーズ工房、パン工房、作業棟の３棟を整備。チーズ工房
では大山乳業農協（琴浦町）の県産牛乳を使い、モッツァレラなどのフレッシュチーズを
手作りする。同農協の牛乳を使ったチーズの製品化は、同農協以外では初めてという。
牛乳からチーズを作るときにできる栄養価の高い水分（ホエイ）を有効活用し、パン工
房で食パンなどを製造。ホエイを入れることでパンのしっとり感が増すといい、県産小麦
の食パンを「とっとり食パン」として売り出す計画だ。
同ファクトリーでは２５人体制で生産。１月から操業を始め、製品はまず直営店舗や地
元スーパーなどに出荷する。その後、販路を全県に広げていく。これにより、平成２８年
実績で月額１万９７６１円の工賃を、３０年に同５万６千円へと約３倍増させる計画。
２２日に同ファクトリーであった開所式で、日本財団の尾形武寿理事長は「立派な製品
を作り、収益率を上げ、障害者の工賃向上を引っ張ってほしい」と挨拶。関係者でテープ
カットし、新工場完成を祝った。

「奇異の目なくすのが行政」

京都・長岡京市議がＬＧＢＴ告白
京都新聞 2017 年 12 月 25 日
京都府長岡京市議の小原明大さん（４０）が、このほど閉会した１２月定例会本会議の
一般質問で、ＬＧＢＴ（性的少数者）であるとカミングアウトした。ＬＧＢＴへの差別解
消に向けた対策の遅れが指摘される中、地方議員の当事者が公にする例は極めてまれだ。

「いろいろな人がいて当たり前。当事者のしんどさを伝え、理解
を広める、一つのきっかけになれば」と話す。
ＬＧＢＴであると一般質問でカミングアウトした小原市議（長岡京市開田１
丁目・市役所）

「日常のあらゆる場面で当事者は存在しています。私もその一
人です」
１２日、ＬＧＢＴを巡る課題への対応について問う中で言及し
た。
「当事者の困難の根本は、自分の存在が社会に想定されていな
いこと」と述べ、性的指向と性自認の多様性を説明。学校での教
育の在り方や、同性カップルに自治体が証明書を発行する「同性
パートナーシップ制度」の導入に関し、市側の見解を尋ねた。
小原さんは取材に、中学生時代に男性同性愛者（ゲイ）だと認
識したと説明した。これまで自身の性的指向を公の場で表明する
ことはなく、
「自分の人生から性的な側面は抜け落ちている状態だ
った」という。
初当選から１０年たった２０１５年の６月定例市議会の一般質問で、ＬＧＢＴについて
初めて触れた。委員会でも話題に上れば発言した。だが「どう見られるのかいつも不安だ
った。一方で、他人ごとのようにこの問題を取り上げることはしんどかった」と振り返る。
今年７月、当事者の地方議員らで結成した「ＬＧＢＴ自治体議員連盟」の研修会に参加。
各地の先駆的な取り組みに刺激を受けた。知り合った議員のカミングアウトに「続くこと
が大事」と思うようになった。
１２月定例会の質問に、市側は「
（同性パートナーシップ）制度を使った人へ奇異の目を
集めてしまわないか、というリスクを考えなければならない」と答弁した。小原さんは「制
度をつくった上で奇異の目をなくしていくことが行政の役割。見て見ぬふりはしないでほ
しい」と望む。
当事者であることを受容する中で、街中を歩くカップルや家族に「いいなあ」と思うよ
うになったという。
「横に置いてきた人間らしい感情。これで自然にいられるかな」
■住民の理解向上を期待
「ＬＧＢＴ自治体議員連盟」の世話人を務める前田邦博・東京都文京区議の話 カミン
グアウトしている地方議員はごく少数。社会の偏見が根強い中、当事者にとっては現実の
問題として、選挙でのマイナス要因になりかねず、立候補そのもののハードルも高い。た
だ、カミングアウトで主張に具体性と切実さが伴う。行政職員や住民の理解の向上につな
がっていくことを期待したい。

身障者協会存続危うし 宮城県、仙台市とも会員急減、活動休止の町協会も
河北新報 2017 年 12 月 25 日
身体障害者の当事者団体である宮城県身体障
害者福祉協会と仙台市障害者福祉協会の会員数
が減り続けている。高齢会員の死亡や外出困難
で退会が増える一方、若い世代の加入が進まず、
活動を休止した町協会もある。東日本大震災後
は人口流出が拍車を掛ける。両団体は「減少に
歯止めがかからず、活動が停滞しかねない」と
悩む。
ともに社会福祉法人で日本身体障害者団体連合会の加盟団体。親睦、情報共有のほか法
整備や制度拡充を国や県などに働き掛ける役割を担ってきた。
会員数の推移はグラフの通り。仙台市を除く３４市町村協会で構成する県身協の２０１

７年の会員数は４３６６人。０７年から毎年５００人規模で減り、１０年間で４割に急減
した。仙台市内の１４団体でつくる市協会は１７年が９２７人で、０７年の３分の２にな
った。
色麻町身障協会は１７年５月、退会届を県身協に提出し、県内で初めて活動を休止した。
会長が体調不良となり、後任が見つからなかった。当時の会員は１２人。町社会福祉協議
会は「数年前から実際に活動するのは数人という状態だった」と説明する。
沿岸部は震災後、軒並み減少した。名取市、女川町は１０年と比べて１７年は２割台ま
で落ち込んだ。石巻市、東松島市、南三陸町、亘理町は３割台になった。
会員数の減少に伴い、自治体からの助成金は減額される傾向にある。女川町は震災の影
響もあって年１３万円がゼロに。栗原市は数年間で約１０万円減った。
県身協の森正義会長は「会員が３０人を下回ると財政も厳しく、存続が危うくなる。当
事者団体が結束して声を上げるという役割はこれからも重要だ。会員を増やす努力を続け、
他の障害者団体とも連携を強化したい」と話す。

身障者協会入会意義見出せず？

若年層はＳＮＳで独自につながり
河北新報 2017 年 12 月 25 日
会員数減少の現状と対策について協議した栗原市身障協会
の研修会＝１１月２８日、栗原市花山

宮城県内の身体障害者手帳の所持者は、２００７
年の約７万６０００人から１７年は約８万１９０
０人と増えている。当事者団体の会員増に結び付か
ないのは、身障者にとって入会のメリットが見いだ
しにくいからだとの指摘がある。
当事者団体の会員は高齢者が中心で、中年層や若
者にとっては敷居が高いという。会費は年１０００～１５００円程度だが、情報化社会の
おかげで、会員にならなくても手軽に情報が入るようになった影響もある。支援団体の関
係者は「障害児を持つお母さんたちは会員制交流サイト（ＳＮＳ）を通して独自につなが
っている」と言う。
要望団体として障害者差別解消法やバリアフリー法を実現させ、制度拡充を一定程度果
たせたことが一因との見方もある。仙台市障害者福祉協会の渡辺純一事務局長は「入会し
てまで訴えたいことが少なくなってきたのではないか」と明かす。
勧誘には個人情報保護法の壁が立ちはだかる。手帳交付者の情報は団体には入らず、Ｐ
Ｒの手だては自治体の窓口にリーフレットを置くことなどに限られる。
１０年間で会員が半減した栗原市身障協会は１１月、市内の旧１０町村ごとにある支部
役員が、現状や対策を学ぶ研修会を開いた。大関耕作会長は「支部ごとの活動を地道に続
けるほか、市協会全体の行事にも力を入れたい。協力してくれる健常者の賛助会員を増や
すのも対策の一つ」と模索する。

お漏らしで「躾のために殴った」４歳男児が死亡 内縁の夫ら暴行か、
母親は「見ていただけ」 大阪・箕面 産経新聞 2017 年 12 月 25 日
男児が死亡した集合住宅

＝２５日午前、大阪府箕面市（渡辺恭晃撮影）

２５日午前２時１０分ごろ、大阪府箕面市粟生間谷（あおまたに）西
の団地の一室で「長男が息をしていない」と、この部屋に住む母親（２
６）から１１０番があった。通報を受けて駆け付けた大阪府警箕面署員
が、居間のベッドで倒れている長男（４）を発見。長男は病院に搬送さ
れたが、死亡が確認された。
長男の顔や体に複数の打撲痕があり、府警は長男を殴って殺害した疑

いがあるとみて、母親と同居する内縁の夫（２４）
、さらに夫の友人の男（２０）について
殺人容疑で逮捕状を請求する。
内縁夫と友人の男は府警の事情聴取に対し、
「子供がお漏らしをしたのでしつけのために
殴った」と暴行について認める趣旨の説明をしている。一方、母親は「見ていただけ」と
話しているという。
また箕面市消防本部によると、同居する次男（２）にも打撲の痕があり、病院に搬送し
た。次男は軽傷とみられる。
箕面署によると、現場の部屋では、母親と長男、次男、内縁夫と友人の男の５人が暮ら
していた。
現場は大阪モノレール彩都西駅から南西に約２キロの集合団地が立ち並ぶ地域。
同じ団地の別の棟に住む女性（３７）は「夏は家族で団地の前で花火をしたり、遊んだ
りする姿をよく見かけた。仲が良さそうな家族だったので、驚いている」と話した。
後を絶たない児童虐待
虐待により子供が死亡するケースは後を絶たない。滋賀県警は今月８日、３歳の長男を
虐待死させたとして、無職の父親を傷害致死容疑で逮捕。「部屋を散らかしていて、頭に血
が上った」と供述した。佐賀県警も１０月、４歳だった息子に暴行して死亡させたとして
同容疑で母親を逮捕している。
警察庁によると、今年１～６月に起きた虐待事件で死亡した子供は２７人。このうち１
５人が０歳児だった。子供を殴ったり蹴ったりする「身体的虐待」の摘発者数は、死亡に
至ったものも含め計４２３人。加害者を被害児童との関係でみると、実父や養継父、母親
の内縁の男らが３０５人で、実母や養継母、父親の内縁の女ら１１８人を大幅に上回って
いる。
乳児が犠牲になる場合は母親が思いがけない妊娠で精神的に追い詰められていたり、慣
れない育児でノイローゼになっていたりすることが少なくない。
一方、今回の事件のように、ある程度成長した幼児が被害に遭うケースは、内縁の夫ら
が「子供がなつかない」ことなどを理由に事件を起こす傾向が見られる。
大阪では昨年１１月、長期間居所が不明だった梶本樹李（たつき）ちゃん＝死亡当時（３）
＝の遺体が見つかり、両親が傷害致死などの罪で起訴された。この事件では行政と警察の
連携の課題が指摘され、大阪府警と児童相談所（児相）を所管する自治体が、虐待に関す
る情報共有を強化する協定を締結したが、それでも毎年ハイペースで増加する虐待事案に
十分に対応することは容易ではない。

「いじめの正体」 浜松の元高校教諭が出版
中日新聞 2017 年 12 月 25 日
◆「生きる力」 本で訴え
浜松日体中学・高校（浜松市東区）で講師を務める和田慎市
さん（６３）＝ペンネーム＝が、教員生活四十年の経験を基に、
いじめ対策を提言する「いじめの正体」を出版した。
「絶対にい
じめはなくならない」という前提に立ち、子どもの自己解決能
力を高める大切さを訴えている。
和田さんは三十六年にわたり、県内などの公立高校で教諭や
教頭として第一線に立ち、進学校や教育困難校など幅広い校種
の現場を踏んだ。直面したトラブルは千件近いという。
それだけに、
「人間には好き嫌いや『面白くない』と思う感情
がある。子どもがコントロールするのは難しい」と言う。多く
の子がいじめの加害者、被害者いずれかを経験するとみる。
「いじめは根絶できない」という認識に立ち、子どもの自己解決能力を高
めるよう提言する和田慎市さん＝浜松市東区で

今回筆を執ったのは、二〇一三年に制定された「いじめ防止対策推進法」の実効性にか
ねて疑問を抱き、全国的に自殺や保護者らとの摩擦が絶えないため。
「いじめ問題はさまざ
まな形態があり心に関わる。法律で定義や対処法を固定してしまうと、問題をこじらせる」
と批判する。
著作では多くの事例紹介とともに、国や教員、保護者ら幅広い関係者に向けて具体的に
提言。高校時代に陰湿ないじめを受けた兄（６５）が、今も精神障害でヘルパーに助けて
もらって生活している実態を明かし、生真面目でおとなしく、被害者になりやすい子ども
は早期から把握してサポートするよう呼び掛ける。
和田さんが危ぶむのは、教員が多忙になり、子どもと向き合う時間が減ってきたこと。
保護者が先回りして面倒を見るなどして、子どもの自立心や「生きる力」が弱くなってい
るとも感じる。
「
『いじめ』という言葉に嫌悪感や拒否反応を持ちやすいが、いじめは誰にでもある身体
の成分のようなもの。生きるために乗り越えるしかなく、自己解決力や生きる力を付けさ
せるのが大切」と話す。 （松本浩司）
◆認知過去最多 「小さなことでも相談を」
文部科学省の二〇一六年度調査によると、静岡県内のいじめの認知件数は、公立小学校
で四千八百九十三件、中学校で二千六百五十四件、高校は九十九件、特別支援学校は二十
五件で、いずれも前年より増えた。
今回の調査から、けんかやふざけ合いなど軽微なケースも積極的に把握するようになり、
件数は増加傾向に。小中学校は、いじめの定義を変更した一三年度以降で最多となった。
県教委の増田三保子・人権教育推進室長は、
「自分で解決する力を持っていても、悩んで、
その力がなくなってしまうこともある。周りに味方はいっぱいいる。小さなことであって
も、自分が悪いと思わず、２４時間子供ＳＯＳダイヤル＝電（０１２０）０７８３１０＝
に相談してほしい」と話す。
＜いじめ防止対策推進法＞ 大津市の中学２年男子がいじめを苦に命を絶った２０１１
年の事件を受け、議員立法で制定された。生命や心身に重大な被害が生じた疑いがあるケ
ースや、不登校などを「重大事態」と定義。学校や教育委員会による調査を義務付けたが、
遺族が学校や教委に不信感を募らせることも多い。国のいじめ防止対策協議会は１６年１
１月、重大事態の具体例を明示するよう国に求めた。

共生社会の道筋を探る 本紙連載「精神障害とともに」が
本に
南日本新聞 2017 年 12 月 25 日
書籍化された「精神障害とともに」の表紙

南日本新聞のシリーズ連載企画「精神障害とともに」が
２４日、ラグーナ出版（鹿児島市）から刊行された。
シリーズは昨年９月から今年６月まで８部構成で７３回
連載した。偏見差別に苦しむ精神障害者・家族の思いに迫
り県内の精神科病院に密着取材した。隔離収容中心だった
精神医療の歴史をひもとき、障害者を地域で支える取り組
みや就労の問題を掘り下げた。
公立精神科病院を全廃したイタリアの現状もリポートし、
共生社会の道筋を探った。
シリーズは精神障害者への偏見解消を目標に、多くの障
害者の実名と写真を掲載し、大きな反響を呼んだ。２０１
７年度日本医学ジャーナリスト協会賞の大賞を受賞した。
本には、連載に併せた特集「そもそも精神障害って？」「うつ病Ｑ＆Ａ」「共生へ６項目
の提言」も収録した。

Ａ５判、３００ページ、１５１２円。ラグーナ出版＝099(219)9750。

社説:生活保護費減額 議論深め安全網維持を
京都新聞 2017 年 12 月 25 日
政府は来年度、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」を最大５％削
減する。
当初は１３・７％減額を示していたが修正した。それでも受給世帯の６７％が減額にな
る。
生活扶助の水準は５年に一度検証される。前回２０１３年度には平均６・５％引き下げ
られた。
憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」ができない、と各地で訴訟も起きて
いる。
こうした中でのさらなる減額には疑問を抱かざるをえない。
とりわけ問題なのは、引き下げの理由である。
政府は、生活保護を受けていない低所得世帯の消費支出より生活扶助費が多いことをあ
げている。
政府の考えは、受給世帯の消費支出がそうでない世帯より多いのは認められない、とい
うことだ。
しかし、最低限の生活を保障すべきという観点に立てば、考え直すべきではないか。
生活保護基準は住民税の非課税限度額や最低賃金に影響する。地域経済への影響も深刻
になろう。
一般世帯と受給世帯の支出を比較する方法は、保護費を固定せず社会全体の水準に合わ
せるためのものだった。
だが「生活保護を受けていない低所得者」の多くは本来、生活保護を受けるべき人たち
となると、話は違ってくる。
生活保護制度は、受給可能な人の２割程度しか受けていないという指摘がある。
不正受給対策と同様に、受給漏れも対策を急がねばならない。
ひとり親世帯が対象の母子加算も引き下げられる。社会で共有されつつある「子どもの
貧困対策」に逆行するのではないか。
一方で受給世帯の高校生が大学などに進学する際に最大３０万円の一時金を支給する。
生活保護費の年間削減額約１６０億円に対し、必要経費は年約７億円である。安倍晋三
首相は「必要でやる気のある人」の進学支援を打ち出すが、この金額では本気度が疑われ
る。
生活保護の受給世帯は１６４万世帯を超え、２０年で７倍になった。国と自治体の負担
は５兆円に迫っている。
最大の要因は収入の少ない高齢者の増加だ。
安倍政権は受給抑制を強めているが、無年金や低年金の高齢者は今後も増える。急場し
のぎの抑制では「安全網」は維持できない。
就労や医療、住宅の支援強化も含めた総合的な議論に早急に向き合う必要がある。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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